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12 月に入り、時間の流れる速度がこれまでにも増して速く感じられ
せわ

るようになりました。この時期、忙しさの中にも新たな年に向けた期
いそが

待が点在していて、暮れの 忙 しさはほかの季節とは違い前向きな明
るさが漂っているような気がします。皆さま、お元気でお過ごしでし
ょうか。
いそが

さて、2014 年、CAJLE にとっては 忙 しく盛りだくさんの年となり
ました。
まず、今夏、CAJLE は念願のモントリオールにて、菅野康子先生を
お迎えし年次大会を開催することができました。実行委員を筆頭にし
た理事の皆さん、国内外からの参加者の皆さま、そして大会の趣旨に
賛同しご支援くださった方々にこの場をお借りして心よりお礼申し上
げます。ありがとうございました。来年の年次大会は、五年ぶりのバ
ンクーバー開催を予定しております。ぜひ皆さまとは西海岸でお目に
かかりたいと思います。
今年 CAJLE は、カナダ連邦政府の新法令に基づき Not-for Profit
Corporation としての団体継続申請を行いました。その結果、本年 7
月 22 日付けで正式に認可が下り、さらに 8 月の年次総会にて会員の
皆さまに新定款の承認をいただき、名実ともに CAJLE は新たなスター
トを切りました。1988 年に産声を上げ、同年 Non Profit Organization 及び Charitable Organization として連邦政府から認可された
CAJLE は、今後も先達の意思を引継ぎながら、より一層カナダの日本
語教育に貢献できる団体へと成長を続け、後進に繋げていきたいと思
っています。
また、今年は二年に一度行われる理事改選の年でもありました。ラ
ム氏、大江氏、チャウ氏、そして岸本氏が、今後は一会員として
CAJLE をサポートしてくださることになりました。長きにわたって、
大変お世話になりました。ありがとうございました。そして、お疲れ
様でした。新理事には、赤井氏（ON 州ロンドン地区）、金氏（BC
州）、シャープ氏（AB 州）、林氏（ON 州オタワ地区）、松本氏（ON
州トロント地区）の 5 名が推薦され、継続理事 12 名を含めた 17 名が
総会にて承認をいただき、これからの二年間理事を務めることが決定
しました。今回辞任された大江氏が三期、そしてそれに続くラム氏が
一期を務めてくださった会長のお仕事は、私小室リーが引き継ぐこと
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となりました。先輩方には到底及びませんが、ほかの理事や会員の皆さまに助けていただきながら、精一杯務め
たいと思っております。どうかよろしくお願い申し上げます。
CAJLEは、創立後十年ほどはその活動がトロントに集中していました。その後徐々にトロント以外の地域に目
を向ける余裕ができ、常にトロント開催であった年次大会を他州で行えるようになりました。そしてここ数年、
さらにCAJLEはカナダの外の日本語教育の団体、およびカナダの日本語以外の言語教育団体とともに協力し合い
活動を行ってまいりました。前者が日本語教育グローバルネットワーク加盟団体としての活動、後者がCASLTと
の協働です。
グローバルネットワーク（通称、GN）は、日本語教育の振興に努める世界の9つの学会や教師会が、その国・
地域を代表する団体として認められており、CAJLEもその一員として活動を行っています。今年7月には豪州日
本研究学会がGNとの共催で国際大会をシドニーにて開催し、CAJLEからも代表が出席いたしました。そこで設
けられたGN会議では、各地域の日本語教育の現状や課題の共有に加え、GNの今後の活動についても話し合いが
持たれました。次の国際大会は一年半後の2016年夏インドネシアのバリ島にての開催が決定しております。ぜひ
皆さま、こちらへの参加も長期計画の一つとしてご検討ください。
一方、CASLT（Canadian Association of Second Language Teachers）は、カナダの第二、第三、の言語教育
に携わる人たちの集まりで、CAJLEとは過去四年にわたり協力関係にあり、今年9月CASLTの年次総会にて、向
こう二年のパートナーシップ提携の再調印を行いました。カナダで行われている少数言語の教育は、どの言語で
あっても抱える問題や課題に共通点があり、CASLTとの協働を通してそれらを大きな視点で捉えていくことで、
日本語教育だけを見ていてはわからなかった点に気づかされると実感しています。
このカナダの広い国土と、日本語教育の限られたリソースを前に、一人や一教育機関でできることには限界が
あります。だからこそ、ここカナダでは人との繋がりや協働がより大切であり、そのためにCAJLEができること
を今後とも考え実践していきたいと思っています。2015年も皆さまどうかよろしくお願い申し上げます。よい年
末年始をお迎えください。

CAJLE 2014 年次大会を振り返って
大会実行委員長 大江都
CAJLE2014 à Montréal －この夏の大会は、フランス語圏の都市、ケベック州モントリオールにて開催されま
した。通例とは異なり、市内の中心にあるホテルに会場を設定。モン・ロワイヤルと呼ばれる小高い丘とダウン
タウンが見下ろせる高層階のカンファレンス・ルームなどを使用して、行われました。
大会参加者総数は、開催二日間の両日とも 100 名余り。来賓も含めると、カナダから 50 名、アメリカから 22
名、日本から 32 名の方々にご参加いただき、お陰様にて盛況な大会となりました。
ケベック州は人口の約 8 割がフランス語話者、そして公用語はフ
ランス語のみというユニークな地域です。このケベック州の特色も念
頭に置いた上で、今大会のプログラムが企画されました。「言語教育
とアイデンティティ：多文化社会における日本語教育」を大会テーマ
に掲げ、基調講演と教師研修には、応用言語学分野で貢献されている
菅野康子先生（テンプル大学）をお招きしました。「アイデンティテ
ィと言語教育：World Japanese という発想は可能か？」と題した基
調講演では、英語教育における「世界英語」と同様、「世界日本語」
という考え方を取り入れることは可能であろうか、そして、その教育
方法は？といった、新鮮な視点からのお話をいただき、参加者からも
多数のコメント、質問が出て、活発な講演会となりました。また「言
Photo by CAJLE
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語学習者のアイデンティティ、教師のアイデンティティ、その接点」と題した教師研修では、内容の個別化、プ
ロセスの個別化、結果の個別化、という三種の個別化を授業内容に取り入れる“differentiated instruction”
について紹介いただき、ワークショップ形式で研修を行っていただきました。
二日目最後の「ケベック州で日本語を教える」と題した公開討論会では、まずは、金谷武洋先生（元モント
リオール大学）にお話しいただき、続いて、ケベック州にある五大学から各 1 名、日本語学校から 2 名、計７名
の先生方に登壇いただき、各校の紹介をしていただきました。時間配分が予定通り進まず、討論に至らなかった
のは残念ですが、フロアの皆様には、ケベック州の日本語教育の全容をまずは理解していただけたかと思います。
上記に加え、研究発表は、口頭発表が 2 セッション同時進行で計 27 本。ポスター発表は 90 分の特別枠を設
け、20 本の参加があり、インタラクティブな意見交換の場となったかと思います。
さて、大会恒例の懇親夕食会は、当初、在モントリオール日本国総領事館のご招待で、総領事公邸において
開催される予定でしたが、希望者多数のために場所を変え、モントリオール市庁舎にて行われました。旧市街に
ある市庁舎は歴史的建造物であり、ケベック州を象徴する建物でもあります。そこで豊富なワインとケベックの
食材、日本のお寿司などを取り混ぜた美味なる食事をいただきながら、楽しい懇親会を催すことができました。
参加者からは「素晴らしいおもてなしであった」等、良いコメントを多数いただきました。臨機応変に対応くだ
さった総領事館、そして、モントリオール市のご協力に改めて感謝
す る 次 第 で す 。 懇 親 会 に は 、 CAJLE の パ ー ト ナ ー で あ る CASLT
（Canadian Association of Second Language Teachers）からも副
会長の Wendy Carr 氏においでいただき、ご挨拶をいただきました。
最後に、今大会の開催に当たっては、言うまでもなく、国際交流
基金、総領事館を始め、多数の団体、企業、大学よりご支援、ご協
力をいただきましたが、取り分け、会場にほぼ隣接するマギル大学
（東アジア研究科、及び東アジア研究センター）からは、機材の無
料提供、アシスタント、ボランティアなどの人材提供、そして準備
のための場所の提供等など、大会実現に不可欠な支援をいただきま
した。実行委員を代表し、ここに深くお礼申し上げます。

P HOTO BY M. NISHIJIMA

CAJLE 2014 年次大会に参加して
相津頼子 (U NIVERSITY

OF

O TTAWA )

今年の年次大会のテーマである「言語教育とアイデンティティ：多文化社会における日本語教育」は実際に
多様化されたクラスを受け持つ者として、非常に興味深いものであった。元々、オタワ大学は 2 ヶ国語を公用語
とする大学であるので、クラスもイギリス系そしてフランス系カナダ人と異なる文化的背景を持つ学生から成り
立っている。それに加え、近年アジアからの留学生が非常に多くなり、クラス構成の多様化は更に進んでいる。
その様なミニ多文化社会である教室ではどのような教育が求められるのかという課題を念頭に、年次大会に参加
させていただいた。
今回特に印象に残っているのが、基調講演で菅野先生がご紹介された「World Japanese」のコンセプト、そ
して公開討論会において、金谷先生の、日本語は「共感」「共視」が基になっているというお話だ。まず、
「World Japanese」からは様々なことを考えさせられた。例えば、発音一つをとっても、一人ひとりの個性を大
事にし、少し発音が下手でも意思疎通ができるのであれば、その特徴ある発音を認めることも必要ではないか等、
新しい視点から日本語教育を考えるきっかけとなった。そして、「共視」はまさに目から鱗が落ちる話である一
方、様々な例を通し、納得させられた。早速授業で学生に話したところ、学生は日本語の特徴がはっきりと分か
りやすく理解できたようで、笑みを浮かべていた。
3
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学生の多様化の一部で、日本語の継承語話者も大学で授業を受け始めている。日本語を学ぶことにより、日
系というアイデンティティの確立につながっているようだ。いつも言語学の分野から言語習得を研究する者とし
て、今回は言語習得をアイデンティティと結びつけた研究発表を拝聴でき、非常に興味深く、様々なことを学ぶ
ことができた。「日本語教育を多角的視野から考察する」という目的を果たすことができた非常に実りの多い 2
日間であった。すばらしい年次大会を開催していただいた関係者各位に心から感謝の意を表したい。本当にあり
がとうございました。

P ATRICK C HAURY (C ONCORDIA U NIVERSITY )
This summer, I had the chance to participate for the first time in the CAJLE annual conference in Montreal.
I was amazed by the hard work of the organizers, who managed to make room for so many presentations.
The conference started with Dr. Yasuko Kanno’s thought-provoking keynote on identity and the varieties
of the Japanese language that exist not only in Japan, but also throughout the world. As a non-native teacher of
Japanese, it was heartwarming to hear that the native speaker should not necessarily be considered the ultimate
goal for our language learners. As Dr. Kanno pointed out, a non-native speaker cannot and does not need to
become a native speaker. Therefore, we should reflect on the issue of identity when we teach and when we
design materials. Regarding teaching materials, one common pitfall of textbooks that has been discussed was the
assumptions that are made about the students, such as their social status. Since the keynote, I try to take this
aspect more into account when creating pedagogical resources.
The conference was also a wonderful opportunity to discover classroom activities used by different
researchers and professors. Many of the students that I have met want to improve their speaking skills, so I
particularly enjoyed the presentations focussing on oral communication. For instance, the different group tasks
that have been introduced at McGill University by Senoo-sensei and Beck-sensei were great examples of ways to
develop learners’ ability and eagerness to speak using the target language. I was also fascinated by Yagi-sensei
and Mukai-sensei’s voice acting project as well as Saiki-sensei’s drama class, which have definitely contributed to
increasing learners’ self-confidence.
This year, I was given the opportunity to make a poster presentation on a preliminary study regarding the
acquisition of kanji by a learner who has an alphabetic first language. For this, I am grateful to the organizers as
well as all the professors who helped me with their precious comments. Kanji remains one of the main hardships
for learners, so I was glad to attend the presentation of Shiratori-sensei and her colleagues. I am convinced that
the way they linked kanji introduced at the beginner level with the vocabulary that engineering students actually
need is a powerful motivator to learn kanji.
To conclude, I wish to thank Concordia University for supporting my participation in the CAJLE
conference. I hope that I will be able to attend it again, as it was a fantastic occasion to reflect on my own practice,
to discover new tools and to network with other educators.

CAJLE モントリオール大会 PROCEEDINGS のウェブ掲載について
今年も昨年に引き続き、大会 Proceedings をウェブに掲載いたしました。今回の論文数は 28 本です。
Proceedings は以下からご覧いただけます。
Home (http://www.cajle.info/ ) → Publications をクリック → Conference Proceedings をクリック
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特集記事 日本語学習の向こう PATHS AFTER JAPANESE STUDY
編集部
学習者は、学校で（あるいは学校教育として）日本語を学び、人生においてどのように日本・日本語と関
わっていくのでしょうか。もちろん、単位取得後は日本（語）との接点なし、というケースもあるでしょう。
一方で、社会人になっても趣味のドラマやアニメを通じて日本語学習を続ける、日本語学習の過程で知
り合った日本人の友人と交流を続ける、日本関連の学術分野やビジネスの方面に進む、あるいは JET
プログラムで日本へ渡ってそのまま定住し日本を拠点に活躍する、など様々なケースがあります。生涯
学習者・自立した学習者の育成が注目される中、多様な学習者の「日本語学習の向こう」にはどん
な形があるのかについて、今号の特集は二部構成とし、第一部では日本（語）との関わり方について、
第二部では 3 名の元日本語クラス履修生らの貴重な体験談をまとめました。

日本（語）との関わり方
留学業務に関わっていると、グローバル 30（日本語）／Global 30 (English) という言葉をよく耳にします。
文部科学省のウェブサイトによると、「グローバル 30 とは、国際化拠点整備事業（大学の国際化のためのネッ
トワーク形成推進事業）を指し、（中略）グローバル 30 に採択された 13 大学においては、留学生等に魅力的な
教育を提供し、留学生と切磋琢磨する環境の中で国際的に活躍できる人材の養成を図るため、海外の学生が我が
国に留学しやすい環境を提供することを目指してさまざまな取組を行っています。」とあります。具体的には、
英語による授業のみで学位が取得できるコースの大幅な増設、日本語コースやインターンシップを含めた留学生
受入体制の充実、等の取組により、海外からの優秀な高校生・大学生の受け入れ拡大を狙っているそうです。日
本の大学で学位（学士・修士）を取得する道が大きく開けてきたということは、専門を日本で極めたい大学生の
みならず、継承語として日本語を勉強する子供たちにとっても魅力的な進路の選択肢の一つとなるかと思います。
在学中であれば、中学・高校では姉妹校訪問、大学では提携校との交換留学制度がある所も多いでしょう。
実際に日本へ行って得た経験はその後の人生を変えるほど大きなインパクトを持つかもしれません。大学によっ
ては、日本企業での研修機会（インターンシップ）を提供している所もあります。大規模なものとしては、The
Canada-Japan Co-op Program があります。カナダ全域の大学・高等教育機関が参加校となっており、参加校に所
属する学生は文系・理系問わず応募することができます。他にも、理工系の学生には、IAESTE Canada (「イア
エステ」International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) というイン
ターン制度があり、行き先として日本を希望すれば、専門や希望が合致する日本企業で数ヶ月間研修する機会に
恵まれるかもしれません。その他にも、大学によってそれぞれインターンシップ・プログラムがあり、中には在
カナダの日本企業が受け入れ先となっていることもあります。
日本関連企業に就職を希望する学生には、就職活動イベントボストン・キャリア・フォーラム（日本語）／
Boston Career Forum(English)があります。これは日英バイリンガルの大学（院）卒業生・卒業予定者を対象と
した、アメリカのボストンにて開催される非常に大きな就職活動イベントで、最近はロンドンやロサンゼルスな
ど、様々な地域でも行われているようです。または、卒業後は日本で英語を教えてみたいと、JET プログラムに
申し込む学生も多いのではないでしょうか。JET プログラムで日本滞在中に培った語学力を生かして日本語教師
や通訳・翻訳家の道に進む人、あるいは自国へ帰って大学院に進み、研究活動に勤しむ人、契約終了後も日本に
定住し、第 2 の人生を歩み始めた人もいます。英語を教える他にも、ワーキングホリデー制度を利用して日本に
最長 1 年間住むこともできます。カナダの若者向けにワーキングホリデー関連の各種サービスを提供する SWAP
という非営利団体もあります。
以上、日本・日本語との関わり方をいくつか挙げました。太字にはそれぞれウェブサイトへのリンクがあり
ます。必要に応じて学習者の皆様と共有なさってください。
5
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P ATHS AFTER JAPANESE STUDY
J ESSICA C ARMAN (P ROGRAM

OFFICER ,

T HE

JAPAN FOUNDATION ,

T ORONTO )

high school > university > study year abroad in Japan > work at The Japan Foundation, Toronto

My name is Jessica Carman and I have been studying Japanese for around nine years. I began studying
Japanese in high school in Ottawa, continued into university, did a study year abroad in Japan, and now I work
largely in Japanese at the Japan Foundation, Toronto. As with anything, the challenge in continuing to study
Japanese is finding motivation. I didn’t have any particular connection to Japan or any plans to try and connect it
to a job once I graduated, so it didn’t take much to decide to skip studying or even skip class. Especially with little
articulation between the textbooks I used in high school and university much of the “new” content I was supposed
to be learning I had already learnt which made it feel like there wasn’t a point in going to class. I was constantly
having to set my own goals: things like be able to understand a certain song, or be able to read a certain
webpage. This was good, and it kept me motivated, but it meant that I wasn’t always studying what the rest of the
class was. After a certain point though, my motivation was simply that I’d been studying Japanese for so long that
it would be a waste to forget it all.
I’ve taken a number of classes over the years – between high school, university, and university in Japan –
and each of them have had their benefits. Particularly in my fourth year Japanese class at Carleton University we
did a number of activities which looking back were quite helpful to me. I recall we had one activity where we had
to read an article in English and then summarize and discuss it with a group in Japanese. Rather than being a test
of if we had been properly studying the textbook (which I hadn’t) it was pushing us to think and communicate
using the Japanese we knew. Since reading something in English and presenting it in Japanese is something I do
quite frequently at work, I was grateful to have had that kind of practice. Overall I do feel that the Japanese I
learnt in school prepared me well for the Japanese I find myself using on a regular basis now. More casual
Japanese is easy to learn from friends once you have a solid base in Japanese, and likewise grammar patterns
which I learnt in class and thought I’d never use I find I can recall when they inevitably come up during work. Most
importantly I don’t analyze each sentence I want to say, making sure I’m using fancy grammar patterns, I just use
the Japanese I know to communicate with the people around me and naturally pick up new Japanese from there.
More than anything, successfully explaining what you’re thinking and feeling in another language is great
motivation to continue.

B.S.

university > study abroad in Kyoto > work at a multicultural social media company while studying accounting

I decided to study Japanese when I listened to a Japanese pop song for the first time during grade 12. I was
deeply impressed by the beautiful sound of the language, and I started self-studying Japanese shortly after. Later,
when I went to university, I chose Japanese as one of my majors. I was glad that I met some of the best
6
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Japanese professors, and they taught me an extremely valuable lesson in addition to the normal in-class
materials: you can never master a language without being able to effectively communicating with it. Bearing this in
mind during my study, I was proud to be granted an opportunity to study abroad in Kyoto, Japan.
During my time in Japan, I joined one of the circles that accepts exchange students. I was surprised that local
Japanese students have extremely high tolerance towards Japanese learners because despite my lack of variety
of vocabularies, they patiently waited for me to complete my sentences, and they kindly spoke to me using simple
vocabularies. After a short while, I have become a part of the group, and we continue to be best friends now even
after I returned to Canada.
I am currently working at a multicultural social media company while pursuing my study in the field of
accounting. As a fresh graduate, I was grateful that the owner hired me due to my Japanese ability, and my duty
is to contact over 20 Japanese clients and to handle any translation or editing of social media posts and
advertisements. Since I have to frequently engage in conversations with Japanese clients, I am constantly trying
to improve my business Japanese. With my Japanese knowledge and academic background, I am planning to
work in the Embassy of Canada in Japan after I finish my studying.

A.W.

university > JET program > M.Sc. in Canada > study Japanese and teach English in Japan > work as a technical scientist in Japan

In 2008, I was in my final year of undergraduate studies with a specialization in molecular genetics and
microbiology. I had heard from friends that (first year) Japanese was a ‘bird course’ (a course requiring minimal
effort to get good grades) and had an elective that I needed to fill. As I had some interest in Japanese culture at
the time (manga/anime), I took this opportunity to not only obtain (what I thought to be) an easy credit, but also to
learn a new language.
During my studies, I also learnt about the Japan Exchange and Teaching Programme and applied, much to
the chagrin of my parents. I spent a year in Gunma prefecture, teaching English to elementary and junior high
school students before being accepted into a masters (Microbiology and Immunology) program in Canada. During
this time, I continued to audit several Japanese courses while concurrently doing my research and thesis writing.
After completing my masters, I spent one year in Kyoto studying Japanese while working part time at a juku
teaching English as well as doing translation. After this year, I was able to find a job in Japan, working as a
technical scientist. My background in science combined with my Japanese ability are indispensible, as my job
involves careful experimentation, analysis and then subsequent communication of the results (in Japanese) to my
colleagues and supervisor.
My interest in the Japanese language has slowly grown and evolved along with my accumulation of
experiences in Japan. I currently continue to study Japanese with an increased interest in psychological
acquisition of language after the formative years of childhood, in addition to Japanese proverbs and idioms
(kotowaza and yojijukugo).
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CAJLE2015 年次大会のご案内
大会実行委員長 津田麻美
CAJLE2015 年度の年次大会は、ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーにて、下記の通り開催することと
なりました。年次大会のバンクーバー開催は 2010 年以来５年ぶりとなりますが、北米だけでなく、日本やアジ
ア各地からも多くの方々のご参加をお待ちしております。
テーマ：「教師の役割・授業の再考—多様化する日本語学習を背景に」
日程：2015 年８月 20 日（木）、21 日（金）
開催地：ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー
Simon Fraser University Vancouver Campus, Harbour Centre
http://www.sfu.ca/mecs/facilities/harbour-centre.html
基調講演・教師研修：青木直子先生（大阪大学）
公開討論会議長：Wendy Carr 先生（The University of British Columbia/The Canadian Association
of Second Language Teachers）
ブリティッシュ・コロンビア州はカナダ国内の日本語学習者の半数以上を抱え、大学のみならず高校の選択科
目として、あるいは日本語学校で、と様々な形での日本語学習が可能な地域です。また、バンクーバーは日本か
ら飛行機で９時間と比較的近くアジアからの玄関口でもあるため、和食のレストランをはじめ日本語や日本文化
に接する機会も非常に多いと言えます。そんな中、多くの学習者が日本に親しみを持って日本語学習に励んでい
ます。
グローバル化が進む近年、もはや外国語学習は教室を飛び出し、自己学習が可能な様々な教材があふれていま
す。学習者の背景や学習目的、さらに学習の形も益々多様化しています。日本語を一度も教室で教わることなく、
中級や上級レベルのクラスにやってくる学生も珍しくありません。そんな中、我々教師も多様化し続ける日本語
学習に対応するために、自身の役割、また授業の形を見つめ直す必要があるのではないでしょうか。基調講演に
は、学習者オートノミーなどの研究でご活躍の大阪大学の青木直子先生をお迎えします。また、公開討論会では、
バンクーバーで様々な外国語を教える先生方をお招きし、日本語だけではなく「外国語教育」の観点から多様化
する言語学習とそれぞれの言語の現状についてお話しいただく予定です。
皆様にお越しいただく８月は、バンクーバーが最も美しい季節です。会場はダウンタウンにあり、観光スポッ
トとして有名なガスタウンの蒸気時計へも徒歩５分圏内です。広い青空の下、素晴らしい大自然とともに皆様を
お迎えするのを楽しみにしております。

P HOTO BY T OURISM V ANCOUVER
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CAJLE2015 ANNUAL CONFERENCE
ASAMI T SUDA , O RANIZING C OMMITTEE

FOR THE

CAJLE 2015

Annual conference of CAJLE 2015 will be held in Vancouver, BC. It has been 5 years since the last hosting in
Vancouver in 2010. We look forward to having participants not only from North America, but also from Japan and
other Asian countries.
Theme: Revisiting teacher roles and instruction in view of diversification of Japanese language learning
Date: August 20 (Thursday) and 21 (Friday), 2015
Venue: Simon Fraser University Vancouver Campus, Harbour Centre
http://www.sfu.ca/mecs/facilities/harbour-centre.html
Keynote Lecture and Teacher Workshop: Dr. Naoko Aoki (Osaka University)
Chair of Open Forum: Dr. Wendy Carr (The University of British Columbia/The Canadian Association of
Second Language Teachers)
British Columbia holds more than half of Canada’s Japanese learners, and provides Japanese learning at
various institutions, such as in high schools, language schools, colleges and universities. Also, since Vancouver is
one of the nearest North American cities to Asia, the city is replete with opportunities to be acquainted with
Japanese language and culture.
In our global era, foreign language learning is not something that happens in the classroom alone; there is an
abundance of self-study materials. The backgrounds of language learners have increasingly diversified, and
therewith the forms of learning. It is no longer rare to have students entering intermediate or advanced level
classes even though they have never taken a Japanese course. Therefore, it is high time that we instructors
consider once again our roles and teaching methodologies to adapt to the ever-diversifying situation of language
learning. For keynote lecture, we have invited Professor Naoko Aoki of Osaka University, who is renowned for her
studies on learners’ autonomy and other researches. In the open forum, we have invited instructors of various
foreign languages in Vancouver to discuss not only Japanese but from the perspective of “foreign language
teaching” in general, diversifying language learning and the current situation of each language.
We are pleased to host the conference in August, when Vancouver is at the peak of its beauty. The venue is
downtown, only 5 minutes by walk to the famous Gastown and its Steam Clock. We look forward to welcoming
you with the vast beauty of Canadian nature and wide sunny sky.

J-GAP カナダ 活動報告: プロジェクト最終年度を迎えて
J-GAP カナダ 有森丈太郎
2011 年夏、日本語教育グローバルネットワークの活動の一環として、J-GAP がスタートした。国際交流基金
の助成を受け、まずはカナダ、日本、アメリカ、ヨーロッパ、韓国、香港の６つの国と地域でプロジェクト
が始まり、翌年には中国、台湾、オーストラリアも加わった。
トロントを中心に行ってきた J-GAP カナダの活動も助成終了に伴い今年度が最後となるが、プロジェクト
参加者からは「教師間ネットワークが強化されることで、共に活動しやすくなった」「機関内、機関間での
共通認識や相互理解が増したように思う」等、教師・機関間のネットワーキングの向上に関する評価の他、
「ほかの機関のプログラムについて知ることができ、単位交換認定がしやすくなった」「勉強会で学んだ知
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識を、当校の成人クラスのコースアウトラインに、スタンダード表記で表し、ウェブサイトに載せた」とい
った、アーティキュレーションの向上に直結する具体的な成果についての声が聞かれた。
オンタリオでの活動が一区切りしてからは、8 月にケベック州モントリオール、11 月に BC 州バーナビーで
J-GAP セミナーを開催し、トロントでの活動紹介と、Can-do ワークショップを行った。年次大会の翌日に同
会場で行われたモントリオールセミナーには地元の教師を始めカナダ内外から約 30 名の参加者があり、バー
ナビーでのセミナーには JALTA（BC 州日本語教育振興会）の協力の下、地元の教師 45 人が参加した。いずれ
のセミナーでもアーティキュレーションについての学びやその重要性の再認識、ワークショップの内容を
日々の授業に活かしたいという声が多く聞かれた。
セミナーへの参加を単発の研修として終わらせるのではなく、新たに始まった CAJLE の地域研修会支援金
制度などを利用し、ぜひそれぞれの地域でのアーティキュレーション向上を目指した活動に繋げていって欲
しいと思う。

ー学校紹介―
今回の「学校紹介」は、来年度年次大会が開かれるブリティッシュ・コロンビア州よりサイモン・フレーザー大
学、日本語・日本文化コースが開講されたサスカチュワン州サスカチュワン大学、そして東部ニュー・ブランズ
ウィック州にて立ち上げられたばかりのモンクトン日本語センターのプログラムをご紹介します。 ― 編集部

BC 州サイモン・フレーザー大学
大前典子 （サイモン・フレーザー大学 専任上級講師）
サイモン・フレーザー大学の最初の日本語コースは、1988 年夏に、高校の日本語教師養成が目的で開講されま
した。常設の日本語コースは 1990 年の秋まで待たねばならず、BC 州では後発の日本語講座開講となりました。
常勤講師が雇用されたのは 1994 年、2 人目は 2005 年以降です。その間、常設コースはゆっくりながらも 2 つ
（1990 年）から 4 つ（1997 年）、また、6 つ（2011 年）と増えました。
現在、初級のコースが、100、101、200、201、それに中級前半のコースが、300、301、と続きます。何れも「総
合」学習のクラスです。今のところ、中級後半のコースを開設する予定はありません。100、101 には、オンライ
ンのコースも設けてあります。
コースのレベルは、BC 州の単位互換制度に基づきアーティキュレーションされており、BC 州の他大学と大き
くは異なりません。授業時間は、1 週間 4 時間（2 時間を 2 回）、1 学期は 13 週で、総時間は 52 時間です。サイ
モン・フレーザー大学は 3 学期制で、100 は 3 学期を通じて開講されます。夏には半学期の集中講座がでること
もあります。コースコマ数は、秋、春はそれぞれ 10 コマ、夏は 4 コマほどで、学生のべ総数はおよそ年間 450〜
500 人です。
サイモン・フレーザー大学では、大学の方針で TA を instructor として雇用しています。TA の監督と教育は
専任講師の責任となります。
サイモン・フレーザー大学の日本語プログラムは開設当初から、他大学の既存の日本語プログラムとは異なる
プログラムを、という方針のもと開発されてきました。教材の開発に力を入れてきたのもそのためです。昨今は
日本語をすでにある程度知っている学生が増え、最近は 101 ではなく 200 への編入が多い傾向があるようです。
学生のバックグラウンドの変化に応じた教材が望まれます。
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SK 州サスカチュワン大学 日本語講座開講にあたって
クラスナイいづみ （サスカチュワン大学 講師）
本年度、サスカチュワン大学・Department of Religion and Culture の科目として、新たに日本語と日本文
化の科目が設置されました。今ターム開講されているのは、Introductory Japanese I と Popular Culture and
Cinema in Japan の二科目で、それぞれ 51 名、30 名の学生が学んでいます。来学期は、Introductory Japanese
I と Introductory Japanese II の二講座が開講される予定です。
学生の専門は、言語学、心理学、コンピューターサイエンス、政治学、ビジネス、生物学など様々です。日本
語のクラスには、今回初めて日本語を学習する学生から、高校や言語センターなどで学習した経験のある学生、
独学で学んだ学生、正式に学習したことはなくとも、ドラマやアニメなどで日本語に触れていた学生などがいま
す。クラスサイズは 51 名と大きいですが、授業中、既習者が未習者に教える、漢字圏の学生が非漢字圏の学生
に教えるなど、学生間で助け合う姿が見られます。また、学生達が自主的にスタディーグループを作り、試験前
に勉強する姿も見られています。日本文化のクラスには、幼い頃から日本のゲームやアニメ、映画などに親しん
できた日本文化ファンが多く、大学のアニメ・漫画クラブに所属している学生も多数います。
私自身、2007 年にサスカトゥーンに来て以来、日本語補習校、高校の日本語授業の代用教員、家庭教師や小学
校でのボランティアなどで、日本語教育に関わってきました。当時から、せっかく日本語を勉強しても、高校卒
業後に勉強を続ける場所が地元にないという声を聞いていました。それゆえに、学生達は皆、大学での日本語講
座の開講を心待ちにしてくれていました。
この数ヶ月で感じたことは、当たり前のことではありますが、授業は決して教師だけで進めていくものではな
いということです。学習者の学ぶ姿から、私も教師として多くのことを学んでいます。サスカチュワン大学にお
ける日本語講座の意義を考えながら、これから学生達と共に、新しい歴史を刻んでいきたいと思っています。

NB 州モンクトン日本語センター
吉澤明子 （モンクトン日本語センター代表）
私達が住むニューブランズウィック州は、カナダ東部の大西洋に面する州です。モンクトンは、このニューブ
ランズウィック州の南東に位置する人口 14 万人ほどの小さな町です。在留邦人の数も少なく、また、全員が永
住型の日本人家庭であるため補習校などもなく、子どもたちが定期的に集まって日本語を学んだり使ったりする
ような場所はこれまでありませんでした。
そんなモンクトンという町に日本語センターを立ち上げるきっかけとなったのは、ケベック州に保護者有志に
よる日本語センターが発足したと伝え聞いたことでした。それ以前にも子どもたちが定期的に日本語や日本文化
に触れられる場所がほしいという話は出ていましたが、同じ思いを持って組織を実際に立ちあげた方々の存在が、
私達を後押ししてくれました。その後、他の地方で継承語教育に関わる方々にもご協力いただき、センターの概
要作り、組織作り、カリキュラム作りに取り組み、2014 年 3 月、10 家族、生徒数 17 名からなる小さな日本語セ
ンターが発足しました。
本センターは、月に 2 回、第 2 第 4 日曜日に教会の地下を借りて運営しています。毎回、クラス別授業を１時
間半行った後、伝承遊び、スナックタイム、後片付けという流れで進めています。クラスは幼児クラス（2 歳～4
歳）、児童クラス（5 歳～12 歳）に分かれています。
幼児クラスでは、毎回絵本の読み聞かせの時間をとり、その後はリトミック、クラフト、学び遊びや伝承遊び
等、保護者が持ち回りで授業を行っています。また、児童クラスは、一部の教育経験のある保護者が担当し、前
半は年齢別 3 クラス編成で学齢に合った総合的な学習を行い、後半は文字習得度別で別の 3 クラスを編成し、文
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字に特化した学習の時間を作ることで読み書きのボトムアップを図っています。子ども達の日本語習得度の違い
にできるだけ対応し、少しずつその差を埋めていけたらという思いでこのような形になりました。
伝承遊びの時間は、合同で毎回行っており、開始前は小さい子には難しすぎないか、大きい子たちの足手まと
いにならないか等心配しました。しかし、蓋を開けてみると、そこには分からないなりに目をキラキラさせて参
加する小さい子たちの姿、小さい子たちの手を積極的にひっぱる大きい子たちの優しく頼もしい姿がありました。
この時間は、子どもたちの縦と横のつながりを深めてくれる大切な時間となっています。
スナックタイムと後片付けの時間には、当番制を取り入れはじめました。子どもたちの中には夏休みに日本の
学校へ短期で編入し、給食当番、掃除当番を体験したことがある子もいますが、カナダでは中々その機会はあり
ません。日本の学校の取り組みを疑似体験できることも、センターを始めたことによる大きな収穫の一つだと感
じています。
この他、七夕やお月見などの季節毎の伝統行事がある時は、大人も子どもも共に楽しめる内容を企画したり、
年に２回、夏と冬の大行事として運動会とお正月を企画したりしています。日本を離れると体験することが難し
い伝統的、文化的な活動を子どもたちと共有できることは、保護者にとっても大きな喜びとなっています。
今後、5 年、10 年後にセンターでの体験が子ども達の中にどう根付いていくのか、それはまだ分かりませんが、
センターに集う全員にとってかけがえのないものになると確信しています。「継続は力なり」使い古された言葉
ではありますが、この言葉を心に留めて、今後もより良いセンター作りに一丸となって取り組んで行きたいと思
っています。

Facebook

https://www.facebook.com/japanese.cultural.association.of.moncton

― リレー随筆 ― 「嘘と謙遜」
加山裕子（マニトバ大学）
カナダに来て初めて、自慢をする日本人に何人か出会った。聞いてもいないのに自分の話ばかり延々と、しか
も自慢めいたことを話し続ける。初めは面食らったが、しばらく考えてみて無理もないことだと思い始めた。欧
米では自分や自分の家族を自慢する人達は一般的にいるし、そんな中で謙遜ばかりしていたら「自分に自信のな
い駄目なやつ」というレッテルを貼られる恐れがある。欧米社会では相手に対して自分を印象付けること・自己
主張することも大切だから、その日本人達は順調に欧米社会に適応していっていると言える。逆に生粋のカナダ
人であっても、誉めると「いや、そんなことはない」と謙遜して反論する人もいるから面白い。
日本語の授業で「～が上手です」という表現を教える際に、学生が「私は料理が上手です」などと言うのは、
どうもしっくり来ない。自慢に聞こえるからである。学生には「上手だ」は人の技能を誉める言い方だから自分
や自分の家族について話すときには使わないこと、「上手」じゃなくて「得意」を使いなさい、日本では謙遜で
あることが社会的な美徳だから、と説明する。ある時、この「上手だ」の使い方や謙遜することについて解説し
たときに、「じゃあ日本人はウソをついているんですか」と学生に聞かれたことがある。そうなのだろうか。人
によるのかもしれないが、自らの言動を振り返ってみて、「いえ、たいしたことはないんです」と言う時、自分
ヽ ヽ ヽ

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

は本当に、心の底からそう思っている。虚偽を述べているつもりは微塵もないのだ。
日本語には「ウチ」と「ソト」という概念が深く関わっていて、これを認識していないと敬語などの使い方を
理解するのも難しい。日本言語学の授業で、社会言語学の分野も取り扱って教えた。「ウチ・ソト」の区別とそ
れがどう言語行動に反映されるかの例で、自分の娘が「まったく役立たずだ」と朗らかに客人に話す父親の描写
を見せた時、多くの学生は「ひどい父親」という感想を述べた。しかし、これは謙遜であるから聞いている客は
もちろん悪口として受け取りはしない。逆に親バカ丸出しで娘の自慢話を客に聞かせるよりは、遥かに好い印象
を与えるはずである。それでは、カナダで長々と子供の自慢を語る親の話を、聞く人はどう感じているのかとい
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う議論になった時、カナダ人も 100%真に受けはしないで話半分で聞いているらしいから、方向は違えど反応は多
少なりとも似ているのか、と思う。
欧米社会では家族の一員でも一個人として考え、そのため家族を悪く言うのはその個人に対して尊敬の念を欠
いていると考えられてしまうらしい。それに対して日本社会では、家族は「ウチ」グループの構成員であるから、
「ソト」に対しては家族を自分と同じレベルに持っていかなくてはいけない。「謙遜」の一語では片付けられな
い様々な社会的･心理的要素が混在している。こうした言語使用の複雑さは日本語に限ったことでもないのだろ
う。だからこそ外国語をマスターするのは難しい。
以前、某領事館の方にお会いしていろいろお話した時に、小学生のお子さんの話になって「いやぁ、もう馬鹿
で馬鹿で困ります」とおっしゃったのを、なぜか温かい気持ちになって聞いていた。もちろん、その方がおっし
ゃったことを真に受けはしなかった。謙遜なのだから。「ウチ」のグループである家族の構成員を謙遜すること
は、極端な場合、自分の子供を人前でけなすような行為になるのだが、それが家族としての繋がりの強さや子供
に対する親の密かな愛情の表れであるように感じるのは、私だけだろうか･･･。
次回は太平洋を渡って、北陸大学の横田隆志先生にバトンをお渡しいたします。
執筆者プロフィール ― 加山 裕子（かやま ゆうこ）
日本で英語教員を経て、アメリカで TESL の修士を取得する。その後マギル大学で言語学の博士課程に進む。2006
年に博士号を取得し、同年 9 月よりマニトバ大学で日本語講師として勤務。現在アジア研究科の日本語プログラム
コーディネーターを勤める。

―教材紹介― 『まるごと 日本のことばと文化』
田中香織（J APAN F OUNDATION , T ORONTO プランニング・オフィサー）
『まるごと 日本のことばと文化』は、JF 日本語教育スタンダード準拠の成人日本語学習者向けコースブック
です。国際交流基金が、日本語を使ったコミュニケーションと異文化理解を重視して開発しました。今年 6 月発
行の初級１（A2）には、入門（A1）（CAJLE ニュースレター47 号参照）と同様、日本語を体系的に学ぶ「りかい」
（言語能力養成が焦点）と実践力をつける「かつどう」（言語活動が焦点）の 2 冊があります。どちらかのみを
使うこともできますし、総合的な日本語力養成のために両方を使うこともできます。写真と
イラスト、ウェブサイトからダウンロード可能な音声ファイル、内容豊富な学習支援ウェブ
サイトを活用し、ことばと文化の学習を楽しく進めていただける教材です。




教材ライブラリー（要ログイン・無料）：http://marugotonihongo.jp/library/
音声ファイル、書くタスク他
まるごとプラス：http://a2.marugotoweb.jp/ja/
「せいかつと文化」動画、漢字・語彙・文法練習他
まるごとのことば：http://words.marugotoweb.jp/top.php?lang=en
検索、リスト作成、リストの語彙をクイズで練習

中身の画像：
http://marugotonihongo.jp/pdf/e1Klesson5.pdf（かつどう）
http://marugotonihongo.jp/pdf/e1Rlesson5.pdf（りかい）
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国際交流基金コーナー 「着任のご挨拶」
齊藤真美（アルバータ州教育省 国際交流基金派遣専門家）
アルバータ州教育省に国際交流基金派遣専門家として 5 月 12 日に着任いたしました、齊藤真美と申します。
平田好専門家の後、6 代目となりますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。カナダに着任する直前は、
日本の私立大学で留学生対象のアカデミックリテラシーの教育、国際交流基金関西国際センターで大学生訪日研
修を担当しておりました。また、2008 年より日本とアジア諸国との間で交わされた経済連携協定（EPA）により
来日した外国人介護福祉士候補者の方々への日本語教育支援、介護福祉士国家試験対策支援などもしておりまし
た。その支援の一つとして、専門用語学習のためのウェブサイト開発なども共同研究にてしておりました。JF 専
門家としては、以前はインドネシアに赴任し、中等教育支援において教師研修、教材作成等業務を他の専門家と
も協働しながら行っておりました。担当しておりました地域は、四国ほどの広さで、車で 2、3 時間の移動は当
たり前で、8 時間かけて学校を訪問することもありました。また他の州や島へ教師研修のために出講するなど長
距離移動が常の業務をしておりました。カナダにおいても広大な土地を有しているため、長距離移動が基本とな
っておりますが、任期中は少しでも多くの地を訪れて、皆様に直接お会いし、お声を聞かせていただきながらカ
ナダの日本語教育推進のための課題、検討事項について考え、解決策を探るべく活動をしていきたいと思ってお
ります。インターネットが普及した世の中ではありますが、現場で直接聞く声というものは、どの時代、どの場
所においても非常に貴重かつ有効な情報であると信じております。一方、インターネットやそのリソースも有効
に活用できるよう、またしていただけるように研修会やメーリングリストなどでも発信していけたらと思ってお
ります。各教育現場によって状況は様々ですが、少しでも皆様のお役にたてるよう業務に邁進していく所存です
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

― CAJLE よりお知らせ ―
メンバーシップ期間の変更について
この度、CAJLE 会員の期間がこれまでの「毎年 6 月～翌年 5 月末日」から、「毎年 1 月～同年 12 月末日」に変更
となりました。現在会員の皆様で 2015 年 5 月末日に会員期限を迎えれらます方々には、追って個別に更新方法
のご連絡をさせていただきます。また、2016 年以降に会員期限を迎えられます方につきましても、その際にご案
内を送らせていただきます。メンバーシップ期間変更につきましてご不明な点やご質問がございましたら、
cajle.kaikei@gmail.com までお問い合わせいただけますと幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。（会計
担当）

2014－15 年度予算修正のご報告
2014－2015 年度予算案につき 8 月の会員総会でご報告しておりますが、その後支出が増加する事象が生じその影
響が大きいと判断したことから、修正予算を作成し理事会での承認を経て、ご報告する次第です。(会計担当)
予算案（会員総会報告案） 収入 $29780
支出 $31539 収支（欠損）
修正予算案
収入 $27862
支出 $33847 収支（欠損）
主な要因：
年次大会収支悪化 -$3534
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地域研修会支援金について
REGIONAL WORKSHOP/MEETING SUPPORT FUND
CAJLE は、オンタリオ部会・アトランティック部会に代わり、今後、特に地域を限定せずにカナダ全土における
活発な活動を目指す「CAJLE 地域研修会支援金」を設けることにいたしました。会員による地域の日本語教育活
性化につながる活動を支援するための助成金です。地域のニーズに応じた教師研修や教師間のネットワーク作り
促進のための事業を会員自ら企画し実施することを支援します。企画の実施まで、近隣の CAJLE 理事が連絡役・
相談役を務めます。詳細はこちらをご覧ください。皆様からのお申し込みをお待ちしております。（広報担当）
CAJLE has replaced the Atlantic and Ontario Chapters to create the “CAJLE Regional Workshop/Meeting Support
Fund”. This is to allow broad-ranged activities that will cover all of Canada and not be limited to specific regions.
This fund was created to assist in the regional growth of the Japanese language community through its members.
It will enable members to plan and create their own instructor training, as well as instructor networks to better suit
regional needs. Nearby CAJLE directors will serve liaisons and consultants. Please see the website for more
information. We wholeheartedly look forward to receiving your application. (Public Relations)

年次総会議事録・会計報告
2014 年度の CAJLE 年次大会はモントリオールにて 8 月 20・21 日の 2 日間に渡り開催され、年次総会は 20 日
に行われました。年次総会議事録と会計報告は CAJLE ウェブサイト Member’s Area にてご覧いただけます。
会員の方はウェブサイト右側の Sign In から入ることができます。http://www.cajle.info/（書記担当）

THE WORLD CONGRESS OF MODERN LANGUAGES のお知らせ

CAJLE とパートナーシップを結ぶ カ ナ ダ 外 国 語 教 師 会 CASLT (The Canadian Association of Second Language
Teachers/L'Association canadienne des professeurs de langues seconde) では隔年で全国規模の学会を開催しています
が、2015 年の学会はナイアガラで開かれます。カナダ国内外から 1000 人以上の参加者を集めて 3 日間に渡り 150 を超
える講演や教師研修、研究発表が行われ、日本語教育関連の発表も予定されています。どうぞご参加ください。
※CAJLE 会員は CASLT 会員登録の際に割引(affiliate individual membership fee)が適用となります。詳細は会員規定をご覧ください。

The World Congress of Modern Languages Collaborating across Languages and Borders
Le Congrès mondial des langues vivantes
La collaboration au-delà des langues et des frontières
日程：2015 年 3 月 26 日（木）～28 日（土）
開催地：ナイアガラ・フォールズ
お申し込みはこちらから （早期割引は 2015 年 1 月 31 日まで）
 Congress Registration (English) http://www.caslt.org/conference15/registration_en.php
 Inscription au Congrès (Français) http://www.caslt.org/conference15/registration_fr.php
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2014 年上半期活動報告
書記 萩原あみ、松本朋子
６月
６月 14 日
６月 19 日
７月

７月 11・12 日

７月 22 日

８月 20・21 日

８月 22 日

10 月 1 日
10 月 14 日

10 月 25 日
10 月 28 日
10 月 29 日

11 月 16 日

広報部よりニュースレター48 号発行
CAJLE が教師会であることを明示し情報を探しやすくするため、ウェブの内容を修正。
「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 15 回」於 The Japan
Foundation, Toronto/共催：CAJLE、国際交流基金トロント
ジャーナル編集部よりジャーナル 15 号発行
2014 年 7 月 1 日よりカナダにおいて「迷惑メール対策法」“Canada’s Anti Spam
Legistlation”が施行され、メール配信は受信者の同意が必要となったため、会員全体に行き
渡るべきお知らせは例外として、メール配信を受け取らない選択肢を設けた。
シドニーにて開催された豪州日本研究学会 JSAA 主催 シドニー日本語教育国際研究大会
（Sydney-ICJLE2014）に CAJLE 代表として小室リーが出席。シドニーにて 7 月 10 日および 13
日に行われた Global Network（GN）の会議にも小室リーが出席。
CAJLE の継続団体申請が Industry Canada にて受理・認可された。新定款が認可され、理事の
承認を得、その時点より有効となった。
CAJLE2014 年次大会/ テーマ：言語教育とアイデンティティ/於 Best Western Ville-Marie
Hotel & Suites, Montreal, Quebec/ 後 援 ： Centre for East Asian Research, McGill
University, Department of East Asian Students, McGill University, Department of
Modern Languages & Literatures, Mount Allison University, Faculty of Arts, Mount
Allison University, Ritsumeikan University, The Japan Foundation, Consulate-General
of Japan at Montreal, City of Montreal, Nippon Express Canada, IACE Travel/ 基 調 講
演・教師研修：菅野康子氏（テンプル大学）/公開討論会議長：金谷武洋氏（元モントリオー
ル大学）
理事改選
辞任理事： 大江都、岸本由紀、レベッカ・チャウ、畔上ラム・智子
新理事：
金梨花（BC）、林寿子（BC）、松本朋子（ON）、
赤井佐和子（ON）、シャープ昭子（AB）
総会にて会員より新定款の承認を受け、正式に新定款が施行された。
Roger Chaplin 氏を 2015 年 5 月期決算から CAJLE の会計士とすることが承認された。
J-GAP セミナー/ テーマ：日本語プログラムのアーティキュレーションの向上を目指して：JGAP カナダの取り組み/ 於 Best Western Ville-Marie Hotel & Suites, Montreal, Quebec

発表企画部より CAJLE2014 年次大会 Proceedings の Web 掲載
オンライン理事会、開催
CAJLE2015 年次大会に関する下記の報告があった。
日程： 2015 年 8 月 20 日、21 日
場所・会場：バンクーバー Simon Fraser University ハーバーセンター
「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese） 第 16 回」/ 於 The Japan
Foundation, Toronto / /共催：CAJLE、国際交流基金トロント
広報より地域を限定せずにカナダ全土における活発な活動を目指す「CAJLE 地域研修会支援
金」が設立されたことを会員へメールにてご案内した。
世界での活動を盛り上げていくためのシンボルとして、日本語教育グローバルネットワークの
ロゴマークを募集開始し、会員へメールにて通知した。
J-GAP セミナー/ テーマ：日本語プログラムのアーティキュレーションの向上を目指して：JGAP カナダの取り組み/ 於 Nikkei National Museum & Cultural Centre Event Hall, 6688
Southoaks Crescent, Burnaby, BC
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編集後記
◆ 編集部が新メンバーになりました。苗字が赤青金の三色トリオです。それぞれ BC 州とオンタリオ州在住ですが、カナ
ダ全国の日本語教育に関する最新の様々な話題を取り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お
気づきのように、今号からデザインを一新しました。紙媒体からパソコンでの閲覧への移行を念頭に、目次にリンクを入れ、
読みたい記事にすぐ飛べるようにしました。また、一つの記事で下から上へ二度スクロールしなくても済むよう二段組を一
段にし、フォントもゴシックに変え、見やすくしました。いかがでしょうか。ご感想をぜひお寄せください。特集や記事のリクエ
ストもお待ちしております。（安袁岐＠王町） ◆日本語教師という職業を知る前は、新聞記者になることが夢でした。その
夢が CAJLE Newsletter で叶えさせてもらえるとは思いもしませんでした。とは言っても、記者一年生。新しいことを学ぶの
に精一杯です。初心にかえって、一日も早くお役に立てるよう努めて参りますので、よろしくお願いします。(紅＠倫敦) ◆
私も編集部新人としてお世話になることになりました。この NL はご寄稿いただくのも日本語のスペシャリスト、読者の方も
日本語のスペシャリスト。発信する責任に緊張しつつも、作業を通じてカナダ内外の先生方とお話しできる機会を楽しんで
います。どうぞよろしくお願いします。（Au79＠晩香波）

CAJLE ニュースレター編集部ではコメントや日本語教育に関するご意見など皆様からの投稿を
歓迎します。お気軽に編集部 CAJLE.PR@gmail.com までメールをお寄せ下さい。
CAJLE newsletter editorial board welcomes comments and opinions that address issues
related to Japanese language education. Please email us at CAJLE.PR@gmail.com

カナダ日本語教育振興会
Canadian Association for Japanese Language Education
P. O. Box 75133
20 Bloor St. East Toronto, Ontario M4W 3T3 Canada
Web: http://www.cajle.info/

17

©CAJLE 2014 カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education

会員規定 - Membership
カナダ日本語教育振興会は、カナダにおける日本語教育

CAJLE is a non-profit organization which actively
promotes Japanese language education in Canada. We
welcome everyone who is interested in Japanese
language education.

の発展と向上を目指す非営利組織です。日本語教育に関心
のある方ならどなたでも会員として登録することができます。

CAJLE membership entitles you to:

会員特典

CAJLE membership entitles you to:
- Receive the CAJLE Newsletter full of information about
Japanese Language Education in Canada (two issues
annually)
- Receive various announcements related to Japanese
education via email.
- Attend the CAJLE annual conference, workshops and
other related events at a reduced rate.
- Present research at the CAJLE annual conference
- Special rate for The Canadian Association of Second
Language Teachers (CASLT) membership. (Affiliate
Individual Membership is $15, instead of Regular
Individual Membership $45)

・カナダの日本語教育情報満載のニュースレター(年２回発行）
・日本語教育関係の各種ご案内
・年次大会、勉強会、その他の催しの参加費割引
・CAJLE 年次大会での研究発表資格
・The Canadian Association of Second Language Teachers
(CASLT) 会員登録の割引適用：年会費 $15 （通常$45）

会費年度
毎年１月１日から 12 月 31 日まで。

年会費
一般会員

＄45 CA

3年(一般)会員

＄120 CA

学生会員

＄30 CA

組織会員 4名まで

＄120 CA

Term of Membership:
The term of membership runs from January 1 of each
year through December 31.
Membership Fee:
Regular Membership

$ 45 CA

CAJLEホームページのメンバーシップページ（About us）より、オ

3 years Membership

$ 120 CA

ンラインにてお申し込みいただけます。

Student Membership

$ 30 CA

小切手もしくは銀行振込によるお支払いをご希望される方は、

Institutional Membership (up to 4 members)

$ 120 CA

会員申込書をご記入の上、メールまたは郵送でお送りください。
申込書、お支払い方法についてはホームページをご覧ください。

How to Join:

http://www.jp.cajle.info/

Please visit our website and open “Membership” page
through “About us”. Please fill out the online form and
complete the payment procedure through paypal.
For those who wish to pay by personal check or bank
transfer, please fill out the application form (available on
www.cajle.info ) and mail or email it with the appropriate
membership fee.

申込先：

Canadian Association for Japanese Language Education
(CAJLE)
P.O. Box 75133, 20 Bloor St. East
Toronto, Ontario, M4W 3T3, CANADA

Mail to:
Canadian Association for Japanese Language Education
(CAJLE)
P.O. Box 75133, 20 Bloor St. East
Toronto, Ontario, M4W 3T3, CANADA

※連絡先の変更
住所およびメールアドレス等の変更があった場合にはこちらま
でお知らせください。cajle.kaikei@gmail.com

Please notify us at the following email address if your
contact information changes: cajle.kaikei@gmail.com
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CAJLE 2015 年次大会研究発表募集
発表企画
大会テーマ：
「教師の役割・授業の再考—多様化する日本語学習を背景に」
日時：2015 年 8 月 20 日（木） — 21 日（金）
開催地：バンクーバー、Simon Fraser University, Vancouver Campus (http://www.sfu.ca/campuses/vancouver.html)
基調講演・教師研修：青木直子先生（大阪大学） (http://www.let.osaka-u.ac.jp/~naoko/home.html)
パネルディスカッション：議長 Wendy Carr 先生（University of British Columbia / Canadian Association of Second
Language Teachers） (http://lled.educ.ubc.ca/profiles/wendy-carr/ )
研究発表は、日本語教育、日本語学、継承語教育などの理論的考察、実践報告、また教材開発などを扱ったもの、特に
大会テーマに関わる発表を歓迎します。発表は、口頭発表（発表 20 分、質疑応答 10 分）あるいはポスター発表（90 分）
のいずれかとし、発表言語は日本語、英語、あるいはフランス語とします。詳細は近日中に CAJLE Homepage に掲載され
ます。
大会後 Proceedings を CAJLE ホームページに公開します。また、大会発表の中からジャーナル投稿にふさわしい研究
を選抜し Journal CAJLE vol. 17（2016 年夏発行予定、査読審査付）への投稿案内をいたします。
応募資格：
発表者は当会会員に限ります。共同発表者も含め応募時に入会手続きがお済みでない場合は、選考の対象となりませ
んので、ご注意下さい。入会案内はこちらをご覧ください。なお、共同発表を含めて、応募は一人一題までとします。
応募方法（口頭発表・ポスター発表とも）：
1) 要旨（ファイル添付）：MS Word file (.doc または.docx) で、ファイル名を“CAJLE2015_title” にして下さい (title は
英語または仏語の発表題目の最初 10 文字。単語は underscore でつなぐ。例：“What is Lost in Translation?”という
題目の場合、“CAJLE2015_What_is_Lost”となります)。応募時の要旨を大会当日の配布資料に掲載します。
a)
発表題目：日本語（Mincho, font size 12）と英語（Times New Roman, font size 12）、または日本語と仏語
（Times New Roman, font size 12）。
b)
発表要旨：発表言語で作成。日本語要旨は 700 字以内（Mincho, font size 12, single-space）、英語・仏
語要旨は 350 語以内（Times New Roman, font size 12, single-space）
2) 発表・応募者に関する情報（メール本文に以下を明記）
a)
発表題目（日本語と英語、または日本語と仏語）
b)
発表者氏名（日本語とローマ字で筆頭・共同発表者全員のもの）
c)
所属および職位（日本語と英語、または日本語と仏語で筆頭・共同発表者全員のもの）
d)
希望する発表形態（口頭発表希望・ポスター発表希望のいずれか）＊選考の結果ご希望に添えない場
合もあります。
e)
メールアドレス、電話番号、住所（発表者全員のもの）
3) 大会発表申し込み先：発表企画 cajle.presentation@gmail.com （件名は"CAJLE 2015 Proposal"でお願いします。）
締切：2015 年 4 月 13 日（月）必着
採否通知：2015 年 5 月 11 日（月）
CAJLE 2015 年次大会 Proceedings のガイドライン詳細は近日中に CAJLE Homepage に掲載
提出締切：2015 年 9 月 1 日（火）必着
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CALL FOR PROPOSALS: CAJLE (Canadian Association for Japanese Language Education)
2015 Annual Conference
Theme: Revisiting teacher roles and instruction in view of diversification of Japanese language learning
Conference Date: August 20 (Thursday) – August 21 (Friday), 2015
Conference Venue: Vancouver, Canada, Simon Fraser University, Vancouver Campus (http://www.sfu.ca/campuses/vancouver.html)
Keynote & Workshop Speaker: Professor Naoko Aoki (Osaka University)(http://www.let.osaka-u.ac.jp/~naoko/home.html)
Panel Discussion: Chair, Professor Wendy Carr (University of British Columbia / Canadian Association of Second Language
Teachers) (http://lled.educ.ubc.ca/profiles/wendy-carr/ )
Abstract Submission Deadline: Monday, April 13, 2015
Notification of Acceptance: Monday, May 11, 2015
We invite submission of abstracts for paper presentations and poster presentations on topics including, but not limited to,
Japanese linguistics, Japanese language pedagogy, Japanese as a heritage language, as well as innovative teaching
techniques. Submissions related to the conference theme are especially welcome. The allocated time for each presentation
is 30 minutes (20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion), and posters will be presented in a 90-minute
poster session. Presentations may be given in either Japanese, English or French. We will publish the conference
proceedings online.
Please e-mail submissions as attachments in .doc/.docx (Microsoft Word) file format, with the following information to:
Presentation-Planning (cajle.presentation@gmail.com). Please specify the subject line as “CAJLE 2015 Proposal.”
1) The attachment
a. Paper title (in both Japanese and English)
b. Abstract: 700 letters (Mincho, font size 12, single-space) in Japanese or 350 words (Times New Roman, font
size 12, single-space) in English/French
Please name the word file as “CAJLE2015_title” (for the “title” part, use the first 10 letters of your English title. Ex.
“CAJLE2015_What_is_Lost” for the title of “What is Lost in Translation?”). Your abstract must be in the language of
your presentation.
2) In the email
a. Presentation title (in both Japanese and English, or in both Japanese and French)
b. Name(s) of the presenter(s) (in both Japanese and English, or in both Japanese and French; list all copresenters),
c. Affiliation and title (in both Japanese and English, or in both Japanese and French; list each co-presenter’s
information),
d. Preference for presentation type: please indicate either “oral presentation preferred” or “poster presentation
preferred”. We will accommodate preferences as space allows.
e. E-mail address, phone number, and mailing address (of all presenters)
Individuals may submit only one proposal as presenters or co-presenters. Presenters, including co-presenters, must be
members of CAJLE. Non-members will be required to submit a membership application prior to submitting a
proposal. Membership information is here.
Selected presentations at the conference will be invited after the conference for submission for referred publication in
Volume 16 of Journal CAJLE (to be published in summer of 2016). These submissions will undergo a separate review process
set by the standards of the journal. Please see the previously published Proceedings from here, and more detailed
information about Journal CAJLE from here.
Guidelines for CAJLE Conference Proceedings will be available on the CAJLE website soon.
Deadline is Tuesday, September 1st, 2015
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